社協 だより

「社協だより」は共同募金の助成金を
受けて発行しています

ボランティア活動者との交流
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福祉教育地域指定推進事業ｉｎ庄南小学校
庄南小学校の６年生を対象に、福祉教育・ボランティア学習を実施しています。こ
の学習は、子どもたちとボランティア活動者や地域住民が交流し、ふれあいを通して
ボランティア活動や地域への関心をもつきっかけとするとともに、やさしい福祉の心
を育むことを目的に行っているものです。
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砺波市社会福祉協議会
TEL32− 0294
E-mail：wel.tonami@tonami-shakyo.or.jp

砺波市社会福祉協議会庄川支所
TEL82− 3520
E-mail：shogawa@tonami-shakyo.or.jp

身近な物でできる工作を
教えていただきました

用具を付けて、身体の動かしにくさや
見えにくさを体験しました

障害者理解促進研修・啓発事業

参加者募

集！

親子で楽しいケーキ作り♪
障がいへの理解を深め、思いやりや助け合いの心を
育むことを目的に、小学５～６年生とその保護者を対
象に交流のつどいを開催します。
親子でケーキを２個作って、１個はその場で、
もう
１個は持ち帰って楽しんでいただけます。
皆さんの参加をお待ちしています！

１１月２９日、砺波南部小学校
の６年生４２人が南部デイサービ
スセンターを訪れ、利用者と心温
まる交流をしました。
児童は、おじいちゃんおばあちゃんに喜んでもらおうと、こ
の日に向けて歌やダンスなど、いろいろな出し物を練習してき
ました。緊張しながらも一生懸命発表してくれる児童に、利用
者の皆さんも満面の笑みで拍手し、発表の後は、バルーンアー
トやクイズ、折り紙などでおしゃべりをしながら楽しい時間を
過ごしました。
この日は東野尻・五鹿屋地区の両公民館合同事業も合わせて
行われ、
両地区の小学４～６年生児童でつくる「南部っ子児童会」
が、夏休みの間に地区内を回って集めた書き損じはがきの換金
による収益金や使用済み切手も届けられました。

【日

時】 令和２年２月１日（土）
午前9時～12時

【場

所】 ワークハウスとなみ野
砺波市中央町10-5

【内

容】 ・障がい理解講座と施設見学
・親子でケーキ作り

【参加者】 砺波市内の小学５～６年生とその保護者
【参加費】 1組

1,000円 ※材料代、飲物代

【募集人数】 10組 ※先着順となります
【申込締切】 令和２年１月２４日（金）
【申込先】 砺波市社会福祉協議会
☎32-0294
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砺波南部小学校ふれあい活動・
南部っ子児童会寄付

社協だより

バルーンアートを教えていただきました

子どもたちは、高齢者疑似体験を通して高齢者への理解を深めたり、
ボランティア活動者から活動のきっかけや、やりがいについてのお話を
聞いたりしました。また、グループごとに、バルーンアートやマジック、
工作・折り紙・手遊び、脳トレを教えていただき、施設訪問やふれあい・
いきいきサロンとの交流に向けて練習をしました。ボランティア活動者
からは、「素直な子が多く、一生懸命取り組んでいてよかった」「準備や
練習が大切」という言葉をいただきました。また、子どもたちも楽しそ
うに活動に取り組んでいました。

第 21 回やさしい福祉のまちづくり賞

地域福祉について考える

移動スーパー「とくし丸」が受賞

〜福祉サポーター研修会〜

１２月７日、庄川生涯学習センターで「福祉サポー
ター研修会」を開催しました。今回は『地域共生社
会の中で福祉サポーターに求められる個人情報の取
り扱いとその対応のレシピ』と題し、富山国際大学
の村上満先生に講演いただきました。
地域住民みんなが配置薬
（役）として活動すること
や、個人情報という言葉にとらわれ過ぎず「個人情
報を地域のチカラと地域のタカラに」というお話に
参加者は大きく頷きながら熱心に聞き入っていまし
た。

丸圓商店五島社長
（写真右）
と
とくし丸推進事業部部長
の古澤さん（写真左）

11 月 16 日、サンシッ
プとやまで行われた福祉
フォーラムにおいて、第
21 回やさしい福祉のま
ちづくり賞の活動や取り組みの部門で、
「株式会社丸圓商店」
が受賞されました。
丸圓商店では 2016 年に買い物支援を始めとする生活支
援事業移動スーパー「とくし丸」の活動を開始されました。
「とくし丸」は、買い物だけではなく見守り活動を中心に
高齢者の支援を行い、在宅生活を送る高齢者の安心にも繋
がっており、今後も地域の集いの場の一つとしてもご活躍
いただきたいと思います。

皆さまのご協力ありがとうございました

社協だより

●皆さんの尊い善意をお待ちしています●
寄付金や物品を市の福祉事業に
活用させていただくほか、必要と
されている方々へお届けします。
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【申込場所】 砺波市社会福祉
協議会事務所

※一部お預かりできないものもありますので、電話で
お問い合わせください。
問合先

砺波善意銀行
（市社会福祉協議会）☎３２-０２９４

善意の窓口

11 月 22 日から 24 日の 3 日間、チューリップ四季彩館
で「第 52 回砺波善意色紙頒布会」を開催しました。
会場では 150 名の作家の皆さまからご寄付いただいた作
品 273 点を展示、650 名余りの方が来場され入札いただき
ました。その収益金は歳末慰問金として活用させていただき
ました。作家の皆さま、入札いただいた皆さまの福祉へのご
協力に心より感謝いたします。

福祉総合相談日程

11月15日～12月14日
（敬称略）
社会福祉事業振興基金

古井千枝子
匿名
匿名
匿名

亡夫の供養のため
亡父の供養のため
車イス借用のお礼として
社会福祉のために

１００,０００円
２００,０００円
５０,０００円
３０,０００円

相談は無料で秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。
〔相談時間〕午後１時 30 分～ 4 時（法律相談以外）
〔相談専用電話〕市社会福祉会館 ☎ 33-5511
社協庄川支所
☎ 82-3520

ボランティア基金

わた菓子のたかちゃん
匿名
匿名
匿名

ボランティア活動振興のため

ボランティア活動振興のため
ボランティア活動振興のため
ボランティア活動振興のため

２０,０００円
１０,０００円
１０,０００円
１０,０００円

砺 波 善 意 銀 行

南部っ子児童会

４７,２９７円
使用済み切手１９,２７６枚
２４,０６２円
砺波市社会福祉協議会職員互助会
日用品７４点
ユニー㈱アピタ砺波店
２０,０００円
匿名
１３,０００円
匿名
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相
法

談

内

容

律 相 談
〔弁護士〕

＊市内にお住まいで、
初回の方を優先に
受付させていただ
きます。

市社会福祉会館の開催日
1月 8日（水）
2月 5日（水）
午後1時～4時

庄川支所の開催日
1月15日（水）
午後1時30分
～4時

※予約（☎ 32‐0294）が必要です。

行

政

相

談

1月10日（金）
・17日（金）

―

人

権

相

談

1月10日（金）
・17日（金）

1月10日（金）

生活福祉資金・ケアネット・ボランティア・
日常生活自立支援事業に関する相談は随時受付しています

シロちゃん

北部苑

林 1202 ☎ 33-6633

休館日：1日～3日・8日・14日・15日・19日・22日・29日
◆お楽しみタイム
「ザ・あんぽんたん」
7日
（火）
午後1時30分
「木田貫松輝＆野菊の会」
17日
（金）
午後1時30分
「劇団ゆうしん」
23日
（木）
午後1時30分
「いいとも一座」
26日
（日）
午後1時30分
「林道美有紀 歌謡ショー」 30日
（木）
午後1時30分
◇おたのしみ風呂
11日・25日（土）
◇脳トレ学級
20日
（月）
午前10時
◇ふれあい市
23日
（木）
午前10時
◇いっぷく体操・健康相談
9日・16日・23日・30日
（木）
午前10時

麦秋苑

三郎丸 183-2 ☎ 33-2846

休館日：1日～3日・6日・13日・14日・19日・20日・27日
◆お楽しみ会
「新蔵富美男一座＆鼓都の会」 30日
（木）
午後1時30分
◇認知症カフェ
7日
（火）午後2時
◇カラオケフリータイム 9日
（木）
午前10時～午後3時
◇健康体操教室
15日・29日
（水）
午前10時30分
◆お茶を嗜む会
「初釜」
8日
（水）
午前10時
※会費3,000円
（入館料、
昼食代含）

出町生きがいセンタ−

苗加苑

苗加 824 -1 ☎ 32-7294

休館日：1日～3日・6日・13日・14日・19日・20日・27日

終活セミナー（全6回コース）

1月10日
（金） 午前9時30分からスタート
2月より第1・第3金曜日

集！

受講者募

午前9時30分から

※初回テキスト代500円と入館料が必要です。 申込・お問い合わせは苗加苑まで

苗加苑カラオケ大会

※先着20名

集！

出場者募

1月15日
（水）
午後1時30分 お申込み：１月10日（金）まで

◆お楽しみ会
「太陽一座」
17日（金）午後1時30分
「鳳泉会」
22日（水）午後1時30分
「劇団ゆうしん」
29日（水）午後1時30分
◇脳トレ学級
7日（火）午後1時30分
◇いっぷく体操・健康相談
8日・15日・22日・29日（水）午前10時
◇月の市
22日（水）午前11時
◇ロビー展示企画 「すみの会」
「鷹栖俳句会」作品展示
1月8日（水）
〜2月5日（水）
まで

庄東センタ−

安川 297 ☎ 37-1550

休館日：1日～3日・8日・14日・15日・19日・22日・29日

新年 初釜

休館日：土・日曜日及び祝祭日
（1日～5日・13日）

新年最初のお抹茶を庄東センターで楽しみませんか？

◆お楽しみ会
「新蔵富美男一座＆鼓都の会」 10日（金）午後1時30分
「劇団 絆」
17日（金）午後1時30分
「さ～ちゃん一座」
21日（火）午後1時30分
「喜楽会」
24日（金）午後1時30分
「湯川ゆか 歌謡トークショー」 31日（金）午後1時30分
◇いっぷく体操・健康相談 7日・21日・28日（火）午前10時30分
◇健康マージャンの日
9日・23日（木）午後1時30分
◇カラオケの日
11日・25日（土）
午後2時
◇脳トレ学級
17日（金）午前10時
◆季節の湯開催  難を転じる縁起の良いお風呂「南天の湯」
10日（金）午前9時30分

施設レポート
たくさんのご来場に感謝！北部ふれ愛フェスタ

11 月 24 日
（日）北部苑、北部デイサー
ビスセンターで、
『北部ふれ愛フェスタ』
を開催しました。ステージでは子どもた
ちの踊りや合唱、北部苑各種同好会の発
表があり、シンセサイザー奏者の滝沢卓
さんのライブではシンセサイザーの音色
とスクリーンに映し出されたドローン撮
影の風景により会場全体が幻想的な空間
となりました。また、
山野草、
パステルアー
トの展示のほか、飲食物の販売もあり多
くの来場者でにぎわいました。

祝２０周年！南部ふれあいの集い

大盛況！庄東センターふれあいフェスティバル

12 月 1 日
（日）苗加苑・南部デイサー
12 月 7 日
（土）庄東センターで、第 25
ビスセンターで「南部ふれあいの集い」 回ふれあいフェスティバルを開催しまし
を開催しました。今年は、苗加苑、南部
た。ステージでは、幼稚園児の唄とお遊
デイサービスセンター両施設の開館 20
戯そして「夢福人」によるよさこい踊り、
周年の記念の年で、
「金村ひろし」演歌 「あしつきサウンドファーム」による歌謡
ショーや同好会のステージ発表、南部認
ショー、午後からは民謡舞踊もあり大勢
定こども園の発表など様々な催し物でに
の方に来場いただきました。
ぎわいました。会場ロビーでは教室や同
ロビーでは教室のみなさんによる作品
好会の素敵な作品が展示されました。ま
展も開催され、ステージと一体となり利
た、お祝いに「餅まき」を行い、当日は
用者の方々に喜んでいただきました。
大盛り上がりとなりました。
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◇３Ｂ体操
6日
（月）午後2時
◇みんなでカラオケ
7日
（火）
午後1時30分
◇大正琴教室
6日・20日
（月）
午前10時30分
◇ザ・あんぽんたん公演
16日
（木）
午後1時30分
◇楽しい手話コーラス
20日
（月）午後2時
◇生きがい健康体操
21日
（火）午後2時
◇脳トレ教室
27日
（月）午後2時
◇百歳体操
8日・15日・22日・29日
（水）午後2時

1月11日（土） 午前10時30分～

社協だより

表町 3-1 ☎ 33-3358

※各施設では定例開催のコーナーもあります。
詳しくは各施設にお問合せください。

１月の施設行事案内

各種案内

今月は北部デイサービスにいるよ～

